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「イオンスタイル」海外 1号店は、
早くも
「人気スポット」
になった
コーンヒル

イオン香港／イオンスタイル康怡
地下鉄太古駅直結で、地上は路面電車も止まる好
立地

リオ五輪で「中国香港」のチーム名を目にした人も多かったと思うが、中国に
返還されたといっても、やはり香港は、中国では“特別なところ”
である。
その香港で、1987年に開店した
「ジャスコ・コーンヒルプラザ」
が 7月 8日、
「AEON STYL
E康怡
（コーンヒル）
」
としてリニューアルオープンした。
日本国内では 39店舗を展開している「イオンスタイル」の海外における 1

全面改装した康怡は、文字通り
“新し
いスタイル”を香港市民に提供する。
太古駅の地上は広い大通りで、2
階建ての路面電車・トラムや大型バ
スが頻繁に行き交う交通の要衝だ。

号店だ。
生鮮やデリカを強化した店舗は口が肥えた香港市民に、どのように迎

道 路 を ま た い だ 陸 橋 に「AEON

えられたのか、店内を取材した。

STYLE由心・新出発」という大看
板がかけられている。この中国語は

香港島の中心部・中環駅から地下

従来の GMSを超える全く新しい

「心を込めた、新しい出発」とでも訳

鉄（MTR）港島線で東に 8駅、15

業態として、顧客の様々なライフス

せばいいのだろうか。「美食の街・香

～ 16分で太古駅に着く。駅に直結

タイルに応じて新しい価値ある商品

港」で、安全・安心な食材をおいし

した 4フロアのショッピングセンタ

を中心に、専門性の高い商品やサー

く提供する「イオンスタイル 1号店」

ーがイオン旗艦店の康怡だ。

ビスを打ち出す「イオンスタイル」。

は、早くも地元の話題となり、平日

広い通路やスポット照明など、一新された青果売場
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イオン香港／イオンスタイル康怡

でも大にぎわいだ
った。
店舗を案内して
くれたのは、イオ
ンスタイル導入プ
ロジェクトの責任
者で、イオンスト
アーズ香港の商品
担当副社長の水島

「有機加工処理認証」
が掲げられた有機野菜が人気

リンゴの王林や桃などは、日本からの輸入だ

吉章氏だ。海外勤
務は初めてで、香
港滞在歴は 2年半
という。
6,
000㎡ あまり
のグ ランドフロア
（1階）では、生鮮
3品やデリカのゾ
ーンを強化した。
外

店内でジュースをしぼる。
新設された
「新鮮果汁」
コーナー

果物の王様・ドリアンは、新鮮さをアピールするため売場でカットされる

香港でも人気が出ている色とりどりのミニトマト

パックされたものより、上段のセルフ売りの方が 3倍の売れ行き

牛・豚・鶏などの他、羊肉などの品揃えもしっかりしている

100g当たり 2,
000円以上する黒毛和牛も販売

食習慣が定着して
いる香港では、イ
ートインスペースも
重要な要素で、そ
の場で肉や野菜を
焼いてくれる鉄板
焼きなどにもスペ
ースを割いている。
インストアベーカリ
ー「Cant
evol
e」
は
香港初登場だ。
本場・広東料理
や飲茶
（ヤムチャ）
で世界中から観光
客を集める「美食
の街・香港」
。口が
肥えた香港市民の
舌を満足させるた
め、和洋中の惣菜
を量り売りする「セレクトデリ」コ

地域として知られている。周辺の世

字になるが、想像以上に高所得の人

ーナーなど、デリカ売場は今回の改

帯平均月収は 64,
000香港ドル（1香

が多い。

装の要となった。

港ドル 13円換算で、832,
000円）

家事は 5～ 6万円で雇えるメイド

と、香 港 全 体 の 23,
000香 港 ド ル

さんに任せる家が多い。しかし、住

海岸べりに山が迫った狭い土地に
高層マンションが林立する香港。コ
ーンヒル地区は所得の高い層が住む

（299,
000円）の 3倍近くある。
夫婦共稼ぎだから、このような数

宅は平均 40㎡ と狭いので、夫婦と
子ども 2人で暮らすのが精一杯だ。
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世界各国のカキが集められた
「オイスター売場」

「簡単な調理もします」
という日本直送の鮮魚

寿司売場は人気が高い、サーモン一色だった

だから近くに祖父母が住み、週末に

ライブ感があり、気軽に食べてもら

早くも人気スポットとなり「生活ス

子どもの家を訪ねたり、一緒にショ

えるスペースを多く設けた」と話す。

タイル」に、少なからず影響を与え

ッピングしたりするのが平均像だ。

香港初の「イオンスタイル」は、

始めたようだ。

香港の人口は
720万人。中国の
景気低迷が伝えら
れる中で、過去 1
年 で 120万 人 に
も及ぶ人たちが日
本を訪れたほど
「日本びいき」
な土
地柄だ。
店内では日本と

日本から輸入されるたまごは、冷蔵なので「安心だ」
と人気

か
「日式
（日本風）
」
という表記があふ
れている。価格は
高めでも「安心・
安全」には代えら
れないという意識
が高いので、いず
れも売れ行きは好
評だ。
水島氏は「作業
風景や素材を出来
るだけ見てもらえ
るように、開放的
な売場を心掛けた。
47
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衛生面の制約もあり、従業員に注文する方式の「セレクトデリ」

イオン香港／イオンスタイル康怡

値は張るが、目の前で調理してくれる鉄板焼き

「塩パン」
に人気。
焼き上がるとすぐに売り切れる

人気の和菓子。
「柚子大福」
が良く売れるとか

麺類に目がない香港人。人気が高まる一方のパスタ

ハムやチーズを買って、その場で試飲する人も

種類豊富な冷凍食品。
「レディミール」
の表示があった

「日本産品をできるだけ揃えた」
と話す水島副社長

自然・有機化粧品の「AEON BODY」は香港 3号店目

■ DATA イオン香港／イオンスタイル康怡
店舗名
所在地
電話番号
改装日
建物構造
売場面積
駐車場
店長
従業員数
営業時間
休業日数
年商目標
商圏人口
世帯人員
店舗特性
商圏特性
交通

AEON STYL
E康怡（コーンヒル）
中国香港特別行政区、クォーリーベイ、コーンヒルロード 2、コーンヒルプラザ南館
+852
‐2884
‐6888
2016年 7月 8日
（金） 開店年月 1987年 11月
RC造り、地上 23階建て
（イオンは 1～ 4階使用）
19,
000㎡
（うち食品スーパー部分 6,
112㎡）
765台
李 文輝 氏
500人
（うち食品フロア 200人）
食品売場 8
：30～ 23
：00 その他 10
：00～ 22
：30
年中無休
未公表
徒歩 15分圏内 24,
914世帯 74,
000人
（1～ 3次商圏 192,
000世帯、579,
000人）
2.
97人
コーンヒルプラザ内核店舗、海外 AEON STYL
E1号店
郊外・ターミナル立地
地下鉄（MTR）港島線 太古駅直結
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「あそこにしかない、商品がある」
現地に根付いた、親しみやすい店舗
伊勢丹ジュロンイースト店
シンガポール

MRT2線が乗り入れるジュロンイースト駅前の立地

海外で日系のスーパーを視察する時にいつも感
じるのは「その店が、現地の人にどれだけ受け入
れられているのだろうか？」ということだ。
中華、マレー、インド系など多国籍の民族で構
成されるシンガポール。郊外のショッピングセン
ター内にある伊勢丹ジュロン・イースト店は、日
本人だけでなく、シンガポーリアンにも「あそこ
でしか買えない商品がある」と評判の売場だ。
平日の開店時からおよそ 2時間、来店客の買い
物の表情をカメラで、販売員には片言の中国語で
“現地化度合い”を探ってみた。

広い開口部。百貨店系のスーパーの売場らしく、エレガント

主導で副都心計画が進められている

は、南国ならではの派手な色合いの

ところで「伊勢丹ジュロンイースト

生花があふれる花屋さんがあって、

伊勢丹はシンガポールの中心部、

店」
（5,
500㎡）は地下 2階から地上

その隣は最近、日本でもよく見かけ

オーチャードロードにもスコッツ店

1階まで。食品フロアは地下 2階に

るジュースバーだ。いずれもテナン

を構えている。今回訪れたのは、そ

ある。開店は 2013年 12月で、売場

トの運営で、日本からの野菜も扱っ

こから MRT（地下鉄）を乗り換え、

面積は 1,
500㎡ だ。

ているという。

副都心の再開発、3年迎えた SM

西方にある東西線と南北線が接する

エスカレーターを下りると、日本

店内で行うイベントは 90％が日

ジュロンイースト駅前にあるウエス

でもおなじみの「I
SETAN ブルー」

本関連だ。
「日本の文化を伝え、提

トゲート SC（40,
000㎡）だ。政府

の看板が迎えてくれる。左手入口に

案型グルメ」を目指す同店のコンセ

基本をきっちり押さえた果物と野菜の売場
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伊勢丹ジュロンイースト店

プトの具現化でもあ
る。
青果の右手にある
コーナーは「マーケ
ットスタジオ」だ。
メニュー提案や試食
でお客との接点が生
まれ る 場 だ。
「き ょ
うのメニューは？」

南国フルーツは当たり前なので、日本産を切り口にしている

果物は日本からの輸入品の人気が高いようだ

花以外に、人気のキャラクターグッズも用意

根菜類の中には「ごぼう」の姿も。
これは、日本人向け？

と 聞 い た が、「好
吃！（ハオチー、お
いしいよ！）
」
という
中国語だけしか聞き
取れなかった。

和牛のブランド肉が
看板商品に
リカーコーナーは
大変充実している。
日本酒の珍しい銘柄
が多く、思わず手に
取って、裏のラベル
を確認してしまった。
当初、ワインの有料
試飲を始めたが、お
客が求めるのは日本
酒だったという。こ
こにはカウンター席
が用意されている。
初老の男性が 2人、
談笑していた。夜は、
地元の人たちの“憩
いの場”として、席
が埋まるという。
対面販売の精肉売

壁面で多段冷ケースで展開するミート

場は、伊勢丹の直営
だ。A5等級の宮崎
牛がガラスケースの
中に納まっている。
シンガポールでは鶏
肉が圧倒的なシェア
を持つが、ここでは
和牛。精肉の 3割を

日本からチルドで入る和牛。
カットは社員が行う自主運営

巨大モニタービジョンで商品説明
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日本の梅干しと梅酒を販売するコーナー

日本でも次第に増えているワインバー。
外国だからサマになる？

日本産の豆腐も置きたいが、空輸というカベがある

占める。お客も、ここの肉を求めて

ど人気がないような感じだった。

せもあるが、海外ではおなじみの脂

来店する“看板商品”に育っている。 の乗ったノルウェー産のサーモンが
豚も鹿児島黒豚が揃っている。

幅を利かせている。マグロは日本ほ

惣菜は 2店が入っている。上階に
はオフィス棟があるので、昼食需要

デイリー商品の目玉は豆腐。
中華系も多数居住するシンガ
ポールだから、品数も多い。
卵は冷蔵で販売しているが、
生卵を食べるのは、日本人に
限定される。納豆はそうした
客層の必須アイテムだ。

売場で目立つ

「日本語パッケージ」
飲料は多種多様。冷凍食品
は、共働きの多いシンガポー
ルでも、主婦の味方だ。
フィッシュコーナーに足を
進めた。ここでも「フィッシ
ュ・スタジオ」という販促ケ

ノルウェー産のサーモンが人気の鮮魚売場

ースがあり、販売担当の女性
がついていた。見ればわかる
のだが
「何という魚ですか？」
と中国語で聞いてみた。
「鰻
魚（マンユー、うなぎ）よ」、
「1枚いかが？」
。
水産はテナントの平嶋水産
が担当する。刺身の盛り合わ
47
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鮮魚、惣菜を一手に引き受ける
「平嶋水産」

さばいたサーモンの頭もよく売れるアイテムの一つだ

伊勢丹ジュロンイースト店

が見込める店舗でもある。
グロサリー部門では、お菓子を中
心に、日本語のパッケージが目立つ。
値段は高くても、品質、味、パッケ
ージが映えているから、人気度が高
い。
サービスカウンター横の売場では
ドンクのジョアンが焼き立てパンの
香ばしいにおいを漂わせている。洋
菓子のシャトレーゼはシンガポール
初出店で、日本の店より高級感があ
る。
伊勢丹シンガポールの食品統括部
長・小川雅範氏は「輸入商品が多い
ので大変だが、現地のお客様にも、
日本人の方にも満足できる商品を品
揃えしたい」と話している。
「どうやって作っているのか」、どこからでも見えるので好評
常温ではなく、
きっちり冷蔵
で売られてい
る生卵

高質品がメイ
ンに並ぶアイ
スクリーム

純水自販機・冷蔵ロッカーを設置

デパ地下の惣菜売場さながらに、多くのアイテムが並ぶ

「シンガポールに日本のスーパ
ーを作ろう」というのが基本の
考えです」
と語る小川部長

シャトレーゼでは業務用冷蔵庫が活躍
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日本のライフスタイルやトレンドが
売場にあふれる香港地場スーパー
かんとう

YATA観塘
（KwunTong）
店
地下鉄（MTR）の真横の商業ビルの地下 1階に出店

日本人の手軽な海外旅行先として、香港は今なお人気があるが、逆に香港
から日本に観光に来る人が急増している時代でもある。
「日本の食材は安全・安心で、価格に見合った品質が保たれている」という、

あった。駅は小ぶりだが、行き交う
人は平日の昼間でも多い。
エスカレーターを下りた先に、い

ありがたい“日本礼賛”
を売場で具現化したスーパーマーケットが香港にある。

きなり飛び込んできたのは「日本

「現代日式生活百貨」と HPや会社のパンフレットで謳うほどの筋金入りの日

一！ 山梨を食べよう！」という桃を

本びいきスーパー・YATA
（やた）
を取材した。

宣伝する J
Aグループ山梨の「のぼ
り」だった。

目指す店舗は中国本土側になる九

結ぶ地下鉄（MTR）の観塘駅前の商

龍島東部、香港の主要部をくまなく

業オフィスビル apm の地下 1階に

上を見ると「一田 YATA」の表示。
この「一田」は記号ではなく、漢字
の「一 と 田」。こ れ で
「やた」と読む。後で調
べると、かつて進出し
た西友が香港資本に売
却され、これが YATA
のルーツになっている。
店舗奥にあるイート
インスペースで取材に
応じてくれたのは、黄
思 麗 CEO だ。「ど の
ような店舗なのです
か？」
「日本のトレンド
と新鮮な食材を組み合
わせたスーパーです」。
「一般の日本人がど
うやって生活をエンジョ
イしているか、ライフス

正面の一等地に陳列された
「山梨の桃」

タイルがどういうものか、
それを現場に行って吸
収しています。私自身も
そうですが、担当のバ
イヤーは、日本の情報
を取り入り入れるため、
年間に数回、多いとき
は 2カ月ごとに日本に

トレーパックのカットフルーツがズラリ

47
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根強い人気のある北海道産メロンも

行っています」。

YATA観塘（KwunTong）店

北部の郊外ショッピングセンター内
にある沙田店など 7店舗。日本のフ
ァッショントレンドに興味がある人
が多いので、今後もこの路線を続け
ます」。
日本だけでなく、ワインバーなど
ウェスタンスタイルも採り入れた店
舗を今後も出店する。繁華街の駅そ
ばにいい物件があれば、年に 1～ 2
店舗のペースで展開していく予定だ。
観塘店の売場面積は 3,
000㎡ 弱。
月曜から日曜日の朝 10時から夜 11
まで営業している。レイアウト図に
あるように、食品が真ん中にあって、
周りを直営ショップやテナントが囲
む構造だ。

レストランに引けを取らないメニューがある
「OYSTA＋」
バー

ハム＆チーズコーナー、シーフー
「お客さんの評判も良

ド売場――最近、日本で取材する店

く、2014年 9月にオー

舗で、よく似たスタイルを見かける

プンして 2年になるこの

が「YATAスタイル」に、洗練され

店舗の売り上げも、具体

たセンスを感じるのは、なぜか？

的な数字は言えないが、

それは、フーズセーフティや品質
の高さに裏打ちされた日本商品の良

伸びています」。
「店舗は、観塘店の他、

さと、カーブを活かしたケースや曲

揃いも揃ったり。
世界の産地から届くオイスター

主な訪問地は北
海道、東京、名古
屋、大阪、それに
地震被害に遭った
くまモンの熊本ま
で、全国の都道府
県に渡っている。
仕入れる商品のメ

ワインが飲めるイートインを他社に先駆けて設置

品揃え豊富な
「魚兵衛」。
もはや香港のスーパーの域を超えている

北海道で見かけて、早速導入された
「勝手丼」
のコーナー

日本でも、最近よく見かけるスタイルだが、こっちが本家

インは食品だが、
タオルなどの日用
雑貨、ベビー用品
に至るまで、文字
通り「現代日式生
活百貨」
（現代日本
風の生活百貨）を
集めた店舗になっ
ている。
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面ガラスの優美さがあ
るヨーロッパ調の什器
を“香港目線”で巧み
に融合させ、打ち出し
ているからだろう。
日本製品の比率は売
場全体の 6割に達して
おり、こうした空間で
買い物することをお客
は望んでいる。平日で
も 1日 5,
000人はある
という来店客が、週末
には 5万人に達すると
いうから、驚異的な数
だ。
CEO に就任してか
ら約半年の黄氏は

産地は様々。高級感があふれる精肉売場

YATA の 企 業 風 土 に
ついて「長く勤める人
が多く、皆が団結して
いる」という。観塘店
で 100 人、全 社 で
1,
000人いる従業員は、
女性の活躍の場も多く
こちらは多段冷ケースでセルフ販売のミート

47
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アイスクリームはリーチイン冷ケースで

“家族的経営”とでも言

YATA観塘（KwunTong）店

えるいい雰囲気が満ちてい
る。ビジネスに対する新し
いアイデアも生まれやすい。
香港の経済的な減速に対
して黄氏は「確かに観光客
の数も落ちているので、チ
ャレンジに直面している。
お客様がフレッシュさを感
じる売場、それに見合った
いい製品を提供する姿勢を
続ける以外にない」という。
「高くても、いいものには
高いお金を払うのは当たり
前」
「いいものは、いいから
高い」が定着している香港。
「い いものを安く提 供 す

曲線のケースを使って、独特の雰囲気を醸し出すシーフード売場

る」という日本とは違った切
り口の YATA。
「やた」は
日本語の「やったー！」を
かけた表現ともいうから、ど
こまでも
“日式スーパー”だ。
こんな YATA を訪れる
日本のスーパーの関係者も
多い。だから、YATAが取
り入れた「日本スタイル」

「熟食」つまり、揚げ物などを集めたホットフード

神戸の洋菓子を紹介。日本商品の販促イベント

「子どもは 1人」
が多いので、ベビー用品熱は高まる一方だ

日本発のキャラクターをモチーフにしたカフェ

を日本側が持ち帰り、売場
に活かすケースもある。独
自商品を開発した日本の中
小のスーパーやメーカーも、
YATA にうまくアプロー
チすれば、新たな販路が開
けるような気がしてならな
い。

日本以上に日本らしいスーパーを目指している YATA

「日 本 ス タ イ
ルに特化した
売場は、お客
さんの支持を
得ている」と
黄 CEO

がんばれ！食品スーパー！ No.
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地域特性に合わせた店舗づくり
市民の熱い信頼感に支えられた売場
フェアプライス生協
シンガポール

高層マンションに住む人が一般的なシンガポール

日本の淡路島と同じぐらいの国土に 500万人
余りが住む近代国家・シンガポール。旺盛な消費
生活を支える流通業は地元資本をはじめ、欧州や
日系の企業が進出している。
その中でも同国を代表し、総店舗数 230店、小
売 業 シ ェ ア で 50％ を 超 え る 存 在 が Nat
i
onal
Tr
adesUni
onCongr
es
s
（略称：NTUC）、フェ
アプライス生協だ。地域や規模によって複数の業
態を展開している同生協の代表的業態 2店舗を取
材した。
落ち着いたオフィスビルの中に出店している
「バレーポイント店」

入居しており、大きく育った街路樹

ロサリーと日用品だ、日本でもよく

に覆われたビルの外観からは、中に

ある典型的な小型店のレイアウトだ。

ショッピングセンターがあることは

しかし、子細に売場を見詰めてい

シンガポールを代表するショッピ

想像できない。逆に、こじんまりと

くと、さすがに高級路線をうたう

ング街で有名なオーチャード通りか

した中で、落ち着いて買い物ができ

「Fi
nes
t
」業態だ。野菜はオーガニッ

ら、1.
5km ほど離れたリバーバレー

るショッピングゾーンとして、人気

クを前面に打ち出している。また果

通りにあるバレーポイント・ショッ

を集めている。

物は、南国の国らしい熱帯フルーツ

メイドさんがメモを片手に買いに
来る高級店
（バレーポイント店）

ピングセンター。上階はオフィスが

1階に入っているのがフェアプラ

が数多く揃っている。

イスの高級スーパー業

対面販売の精肉売場がある手前の

態であるファイネスト

円形の冷陳ケースには、輸入品を中

の「バレーポイント店」

心にしたチーズが数多く見受けられ、

だ。

富裕層のニーズを満足させる品揃え

店舗規模は約 690㎡
で、朝は 8時から開店

だ。
ワインや酒類も高級品を中心に品

している。取材に訪れ
た日は平日の午前 10
時だった。店内は向か
って左が青果、その奥
に精肉、水産、日配と
続き、右側壁面には冷
凍・冷蔵食品が配置さ
れている。中の島はグ
47
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高級スーパー業態を示す「f
i
nest
」の表示

フェアプライス生協

少量に小分けされた野菜や果物が多く並ぶ

安全・安心なオーガニック青果物をアピール

様々な熱帯フルーツをカットして売っていた

揃えしている。グ
ロサリーでは、ジ
ャパニーズコーナ
ーが充実している。
割高だが、品質の
良さや味が受けて
いるようだ。
高級路線のスー
パーで「平日の午

ステーキ肉やミート惣菜は対面方式で販売

世界中から集められた
「特選チーズ」
コーナー

前中に買い物する
のは、一体どのよ
うな人たち何だろ
う」――そう思っ
て、買い物に来る
人たちをじっと観
察すると、ある共
通点があることに
気付いた。
それは、ほとん
どの人がメモを片
手に買い物をして
いることだった。
来店している人の
多くは、近くの高
級マンションに住
む住民の人たちの

あらゆる冷凍食品がリーチインケースに詰まっている

がんばれ！食品スーパー！ No.
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みとして、レジ横
にレストスペース
を設けたり、ゴン
ドラ脇に係員呼び
出しのボタンを設
置するなど、シニ
ア層にやさしい店
舗を目指している。
価格は高くつくが、人気が高い日本産品

日用品やペットフードなどもきっちり品揃えされている

同店は通常のバ
ックヤード設備と

メイドさんたちだということが分か

ークを得た「ハラル商品」がきっち

は別に、100㎡ ばかりの生鮮 3品の

った。家事を預かる彼女たちの“買

りコーナー化されている。その他、

研修室がある。これは、学校を出た

い物タイム”に遭遇したという訳だ。

インド系の住民のための商品も見か

ばかりの就職希望者に「スーパーの

落ち着いて高級品が選べる

ける。多民族国家・シンガポールな

生鮮とはどんなものか？」を予め学

らではの品揃えだ。

んでもらう“インターンシップルー

「Fi
nes
t
」は現在、シンガポール全土
で 18店あり、安心・安全でしかも味

他の部門も、日常にふさわしい商

も良い商品を求める人たちの熱い信

品が、きっちり、あるべき場所に揃

ム”のような存在だ。
入社後に「どんな作業をしなけれ

頼感に支えられた売場となっている。 っている。本来のチ

シニアに優しく、入社を目指す人に
も配慮が見られる
（レッドヒル店）

ェーンストアが目指
している標準店なら
ではだ。

次に訪れたのは、バレーポイント

この付近は周辺に

から車で 10分ばかり離れたところ

高層マンションが林

にある「レッドヒル店」だ。ここは

立し、中間所得層の

幹線道路のジャラン・ブキット・メ

人が多く買い物に訪

ラハ通から少し入ったレッドヒルズ

れる。新たな取り組

ロードに近い。

多店舗展開している標準業態の「レッドヒル店」の外観

ハイパーマーケットや
コンビニも手掛けるフェ
アプライスの店舗の中で
最も数が多い、標準業態
の店舗だ。平屋建てで、
奥行きはあまりない長方
形のレイアウトだ。売場
面積は 430㎡。
店舗の特徴は、青果を
一つの島で展開はしてい
る が、壁 面 は す べ て 冷
凍・冷蔵ケースで埋め尽
くされていることだ。
マレー系の住民も多い
ことから、豚由来の製品
を使わない正規の認証マ
47
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色とりどりの青果物が陳列されているフレッシュコーナー

フェアプライス生協

イスラム系の人にも安心な
「ハラル商材」
を集積

加工肉のパッケージには、漢字表記が多くみられた

店内のほとんどが冷蔵商品で占められている

惣菜なども冷凍状態で販売される比率が高い

ばならないのか」が予めわかるので、 アプライスならではの「人づくりに

舗だが「地域特性に合わせた店舗は、

採用活動にお互いのミスマッチが起

優しい」配慮が行き届いた設備だ。

市民の熱い信頼感に支えられた売

こりにくい。生協を母体にしたフェ

駆け足で見たフェアプライスの店

場」であることが良く分かった。そ
れだからこそ、小売業シェ
ア 50％超えも理解できる。

多民族国家ならではの品揃えがうかがえる

高い脚立を使って品出しをする従業員

台所用品、靴下なども最低限揃えている

様々な食習慣を持つニーズに応える品揃えだ

売場で困ったことがあれば、呼び出し
ボタンを押せばいい

がんばれ！食品スーパー！ No.
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活気に満ちた経済都市・ホーチミン
生活変えた、郊外モールの成功例
イオン タンフーセラドン店
ベトナム・ホーチミン市

空港の西にあるので、上空を飛行機がかすめる

気温は高いが、梅雨空のような天気が続くベト
ナムの首都・ハノイから南のホーチミン市（旧サイ
ゴン市）
に向かった。
日 本 を 縦 型 にし た よ うな 地 形 の ベトナ ム を
1,
100km ほど南下、飛行時間 2時間のホーチミ
ン市は、太陽がぎらぎら照りつける、南国そのもの
の活気に満ちた経済都市だった。
ここでは、2014年 1月にオープンしたイオン
モールタンフーセラドンの核店舗「イオンタンフー
セラドン店」
を取材した。

「AEON」の看板見て、ホッと
空港に着いて最初に困ったのが、

街中あふれかえるバイク。子どもを乗せた人が多い

ほど）の均一料金だったが、普通の
メーターの倍も取られた勘定だ。
翌朝のホーチミン市。北のハノイ

は、ホッとした。
現地で取材に応じてくれたのは、
イオンベトナムの佐伯直久・商品本

ホーチミン市中心部のホテルまで行

市とは違って太陽がまぶしい。30

部長だった。北陸ジャスコを皮切り

く、タクシー探しだ。ガイドブック

℃ は軽く超える酷暑の朝だった。

に、48歳を過ぎてからの海外勤務

に「ぼったくりに注意」など書かれ

ホテルからタクシーに乗るが、ハノ

で、北京に次ぐ赴任地だという。

ているものだから、空港の出口のカ

イ以上にバイクの数が多く、渋滞も

タンフーセラドンはイオンのベト

ウンターで、タクシー案内に駆け込

あった。30分以上も経ったころ、

ナム進出第 1号店だ。市中心部から

んだ。20万ドン
（日本円で 1,
000円

見慣れた「AEON」の看板を見た時

北西に 10km ほどの立地だが、「街

モールライフを満喫する人でにぎわう。
すっかりこの街に定着

47
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イオン タンフーセラドン店

中にまだ場所があるのに、なんでそ

人もの来店客があるという。その中

んな田舎に建てるのか」と出店前の

の半数が GMS部分を訪れる。売場

評判はさんざんだった。

面 積 は 3フ ロ ア で 飲 食 の 割 合 が

夜も家族連れがバイクで来店
しかし、フタを開けると、下馬評を

みんな「なじみの店」
がある
もっと物販がありそうなものだが、

30％を超え、ゲームやボウリングな

ベトナム固有の事情が潜んでいる。

どのアミューズメントが 28％。物

大通りや道路脇をびっしりと埋め尽

販以外が 6割を占める勘定だ。

くす路面店、パパママストアと市場

覆して連日大勢
の来店客があり、
今も順調に数字
を伸ばしている。
夕方 5時に勤
めを終えたら、
まっすぐ家に帰
って家族をバイ
クに乗せ、モー
ルに向かう若い

中島水産の海外店舗でも No.
1の成績を誇る寿司コーナー

日本のデリカと同様、弁当や丼物も人気メニューだ

大きな
「ジャックフルーツ」
をカットして販売

追加しても、すぐに品切れを起こすほど売れている有機野菜

青果などは基本的にバラ売りなので、キロ単位で計量した後レジへ

日本の干物とよく似ている。
お酒のつまみにピッタリ

サーモンが一番人気。頭も鍋に入れるので、良く売れる

肉は豚の需要が 8割だという。牛肉は国内より輸入に頼る

お父さん。一緒
にゲームを楽し
んだ後は、デリ
カ横のイートイ
ンやフードコー
ト、時にはちょ
っとはり込んで
飲食専門店で食
事をする。
ハノイでも見
られた光景が、
よりスケールア
ップして見られ
るのがホーチミ
ンのモールだ。
衣料品や生活グ
ッズが何でも揃
い、しかも冷房
の効いたモール
は、涼みがてら
に手軽に来られ
る「地域のオア
シス的な」存在
となっている。
市民の生活を変
える力もある。
1カ月 100万

がんばれ！食品スーパー！ No.
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る意識が非常に高いことを
物語っている。

緩やかな社会主義国の課題
国民の平均年齢が 28～
29歳で、45歳を超える日
本とはハナから違うベトナ
思わず手が出るのは、いずこも同じ。
キユーピーの試食販売

日本のメーカーのハム・ソーセージも並んでいる

ム。今後は、どのように発
展していくのだろうか？
人口 800万人のホーチ
ミン市。老人や子どもを除
くと 1人 1台、400万台も
ある小型バイク。文字通り
市 民 の 足 に な っ て い る。
「ウンカのごとく」というの

車で来店、冷凍食品などをまとめ買いする人も

さすがコメの国。米菓が日本の 3倍も売れる

は適切な表現ではないかも
しれないが、とにかく車に

の存在だ。日頃の買い物は、みんな

これは、ベトナム戦争でアメリカ

まとわりつき、道を埋め尽くし走る

「なじみの店」を持っているので、そ

軍が使用した枯葉剤の影響で、健康

姿は、ベトナムが持つ正と負の両面

こで済ませることが多い。スーパー

被害が出たことに起因している。多

を象徴している。

など、近代的な小売業のシェアはま

くの奇形児が生まれた、薬害の恐ろ

社会主義国だから、国が計画した

だ 35％ぐらいしかないのが現状だ。

しさを身をもって体験したものでな

ことは何でも通りやすいと思うが、

健康に対する意識、非常に高い

いとわからない。
青果売場で扱うオ

出店に先立ち、イオンは周辺家庭

ーガニック野菜は、

を訪問する。月所得が 10万円を超

ローカル商品の 3倍

える世帯が増える一方で、家財道具

ぐらいの値で売られ

が揃っていない家もある。そんな中

ている。品切れを起

で、健康とか安心・安全に対する欲

こしながらも、メチ

求は、発展途上の国でありながら、

ャクチャ売れている

かなり意識が高い。

事実は、健康に対す

若い女性スタッフのパワーがみなぎるイオンベトナムの事務所

47
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イオン タンフーセラドン店

アメリカや中国
の流通業が進出
する可能性は少
ない。人口 100
万人当たり 1店
舗のモールが建
設可能だ。2ケ
タのモールを早
粉ミルクは 10歳ごろまで飲まれるので、年齢別に揃っている

バイクに欠かせないヘルメットなどが並ぶのもベトナムならでは

く実現してほし
いものである。
なお、ホーチミ
ンエリアではこ
の 7月にも、同
エリア 3店目の
「イオンモール
ビ ン タ ン」
がオープンする

デリカ横にあるベーカリー。甘い味が好まれる

売場でラップ店長（右）
に声をかける佐伯本部長。
会話は英語だ

実際はそうでもない。道路や鉄道を
建設する際は、強権を発動して立ち
退かせる中国とは違う。

予定だ。

ロッパーに任せるしかない。

人口 100万人当たり 1モール

今なお「ホーおじさん」と国民の

政治的に安定し、世界でも数少な

敬愛を一手に集めるホーチミン氏の

い発展が見込めるベトナム。マーケ

思想が根づいているからだ。住民と

ットの拡大を見越して、ヨーロッパ

一緒に協調しながら都市計画を進め

など流通大手が進出しているが、あ

ていくので、びっしり建て込んだ住

まり成功しているとは言い難い。

宅を無理やりどかせることはしない。

政治、歴史的な背景もあるから、

イオンと提携しているシティマート。
ローカル商材
が豊富だ

だから、都心部では道路な
どのインフラ整備が進まず、
暗礁に乗り上げている様子が、
タクシーの車窓からでも実感
できる。
若さがほとばしり、伸びし
ろが大きいベトナムだが、イ
ンフラの計画が遅れているこ
との他、人口がハノイとホー
チミン周辺にに集中している
ので、非常に土地の価格が高
い。
坪当たり 30万円もざらで、
権利関係も未整備だ。出店地
の交渉は地元に強い大手デベ

■ DATA イオン タンフーセラドン店
店舗名
イオンタンフーセラドン店
所在地
ベトナム・ホーチミン市タンフー区ソンキー街 ボーバオ タンタン 30
電話番号 +84
‐46288
‐7711
開店日
建物構造

売場面積

2014年 1月 11日（土）
地下 1階、地上 4階建て
（食品は 1階）

16,
000㎡（食品スーパー部分 5,
000㎡）
モール全体 49,
900㎡

駐車場
店長名

500台 バイク 4,
000台
グエンバンラップ氏

休業日数
年商目標
商圏人口
世帯人員
店舗特性
商圏特性
交通

年中無休
未公表
バイク 15分 半径 7km圏内 35万世帯 140万人
4.
0人
ショッピングモール内の核店舗
郊外立地
ホーチミン市中心部からタクシーで 30分

従業員数 500人
（モール全体 1,
500人）
営業時間 8
：00～ 22
：00
（食料品）
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